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鶏のロイコチトゾーン症の研究史における

暗中模索からの脱出記録(1 2) 

秋葉和温*

②吸血したものと未吸血のものに分けて乳剤と

してヒナに接種したもの (2年目の試み)

1957年(昭和 32年)のロイコチトゾーンの感染鶏

の病性鑑定は山梨の住吉種畜場の例で終わった。

この年は感染鶏の見られる養鶏場で，ライトトラッ

プを使用して吸血昆虫を採取して乳剤とし，健康鶏

に接種した。これは，その中には，きっと媒介者が

いるであろう，媒介者がおれば，その中にはスポロ

ゾイトを持っているものも，きっといるであろう，

したがって，採取した昆虫の乳剤を接種すれば感染

するであろうと考えたからである。しかし， 1羽の

感染鶏もえられなかったのである。

どうしてであろうか。ウイノレス学では感染耐過し

た動物の血清の中には中和抗体と称せられるもの

が存在する。この抗体はウイルスと結合し，中和す

るので，感染が防止される。これと同じような現象

が起きているのであろうか。すなわち，ロイコチト

ゾーンの感染鶏群には，すでに感染耐過した個体も

いるわけで、，このような耐過鶏の血液を吸ったニワ

トリヌカカとスポロゾイトを持ったニワトリヌカ

カ，このヌカカは見た目では未吸血ヌカカと判定さ

れるが，これと区別することなく，一緒に乳剤とし

たため，スポロゾイトが存在していたとしても，耐

過鶏の血液を吸ったものの中の抗体によって中和

されたようになって，感染力を失ったため，感染し

なかったのではなかろうかと考えたのである。

そこで，次の年， 1958年度(昭和 33年)は，吸血

したニワトリヌカカと未吸血のニワトリヌカカを

別々に乳剤として接種しようと決めていたのであ

る。幸い， 8月に入って，埼玉県熊谷市の南西の大

里村の農家の方から「今，私の家の 1か月前後のヒ

ナが略血して，毎日多数死んでいるので，すぐ診に

きてほししリとの手紙を貰ったのである。

小林場長の許可を貰い，熊谷家畜保健衛生所に

電話をして案内を依頼した。了解をえたので，私は

*元農林水産省家畜衛生試験場 (Ka四 oAkiba) 

前に名古屋市郊外の鶏舎の調査に行った時と同じ

携行品を持った姿で， 8月 13日に熊谷家畜保健衛生

所に行った。井上勇技師(のちの日本大学農獣医学

部教授)の運転するオートパイの後ろの座席に乗せ

られて，荒川を渡り，堤防沿いの道を下って，手紙

を下さった農家に案内して貰った。

昨年の 9月から今年の 1月までに 4000羽育雛し

たが，異常を認めなかった。産卵鶏 200羽を飼育し

ていたが， 7月 1日に 2羽を残し，全部処分した。

今年 7月 10日，抜き雄 1000羽，岡山から購入，最

初は屋内で飼育していたが， 7月 27日頃，庭に出し

たところ， 8月 3日1羽， 4~8 日 3 羽， 9日27羽，

10日30羽， 11日50羽， 12日25羽， 13日17羽死

亡したとのことで、あった。その後， 14日13羽， 15 

日8羽， 16日10羽， 17日6羽， 19日6羽死亡した。

この家は旧家(あとで分かつたことであるが，こ

の農家は家畜衛生試験場，麻布大学教授となられた

伊佐山康郎氏の親戚とのことであった)で，敷地は

土塀で固まれて，水田と隔離されていた。屋敷の

南側を東西に走っている道路から直角に門まで通

じている道の両側も水田である。門は両側(左右)に

部屋のある門構えとなっていた。

門を入ると広い庭となっていて，左右の部屋の近

くに 7つの箱型 2段式のパタリーが置かれていて

ヒナが入れられていた。広い庭の右の奥に小さな池

があった。円からやや左寄りに大きな母屋があって，

中に入ると広い土間となっていた。土間の 3分の l

位のところが，奥が透けて見える格子戸で両脇が一

応は仕切られているが，真ん中へんは聞かれていて

行き来できるようになっていた。

その奥に‘かまど'があった。前の 3分の 2位の

土聞の一部には僻卵器が置かれていて，その前には

5台のヒナの入ったパタリーが並べられていた。

今，庭にだしているパタリーも， 7月 10日頃までは，

この土聞に並べていたとのことで、あった。
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井上技師と相談して，鶏のコクシジウムの予防薬

のナイカノレパジンの飼料添加投与群と無投薬群と

に分けて観察させて貰うことにし，各群 15羽宛て

脚帯(番号)をさせて貰い，そのヒナについて血液塗

抹を取り，観察することとした。 13日の塗抹では各

群とも 15羽全部または 14羽に I期と E期が同時に

見られるもの， II期のみのもの， II期と V期が同時

に見られるものなどで， V期のみのものは見られな

かった。媒介者が判明し，人工感染鶏が観察できる

ようになってから，この時点の感染状況を判断すると，

感染して 14日目から 18日目までの所見であった。

ライトトラップはこれらのパタリーの北側の庭に

設置し，午後 5時から午後8時30分まで点燈した。

この場所でのニワトリヌカカの数は，ものすごく，

ライトトラップの電球の周りを乱舞していて，捕虫

網を回収するのに，普通の身なりでは近づくことが

できず，耳や鼻に脱脂綿を詰めてニワトリヌカカが

入らないようにし，眼にもニワトリヌカカが飛び込

みそうなので，少し開けた状態でライトトラップに

近づき，やっとの思いで回収しなければならなかっ

たのである。こんなニワトリヌカカの大群は，他の

場所で，その後も見たことがない。

捕虫網を回収して，再び井上さんのオートパイで

家畜保健衛生所に帰った。あまりにも多かったので，

今日は，そのまま，試験場まで持ち帰ることにした。

次回は 19日にお邪魔することにして， リュクサッ

クの中のものは，そのまま置かせて貰って，熊谷駅

でお別れした。

試験場に帰ってから，あまりにも多かったので，

今回は吸血と未吸血に分けることなく，この中の

500匹のみ，乳剤として 2羽の筋肉内に接種した。

しかし感染しなかった。

8月の午後 5時から 7時前までは，まだ明るい季

節である。この 8月 13日の午後 5時から 3時間 30

分間に採取された数は，雌 8278匹，雄 6068匹で，

計 14346匹であった。

8月 19日も前回と同様に，井上さんのオートパイで

現地に行った。この日は血液塗抹をしていたところ，

群馬から山一飼料(株)の井野雄介専務さんがこら

れた。詳しい事情とその様子は後述しているように，

結局，群馬に行くことになったので，染色，鏡検は，

帰ってからすることとした。またライトトラップで

のヌカカの採取も，群馬から帰ってからとして，

でかけたのである。結局，染色鏡検は小平に帰って

から翌日，実施した。その結果はE期と V期が同時

に見られるものが 3羽で， V期のみのものが 7羽と

急速に減少していた。ライトトラップは群馬からの

帰りが予定より遅くなったため，午後 7時から 10

分間のみ採取した。ニワトリヌカカも思いのほか，

取れていたし，この後小平まで井野専務が自分の車で

送って下さるとのことで， 10分間で回収したのである。

小平に帰って，引き続いて，実体顕微鏡で検査した。

吸血したもの 333匹，未吸血のもの 767匹が採取され

ていた。その吸血したもののうちの 67匹は l羽に，

100匹は 2羽に，未吸血のうちの 144匹と 263匹は

別々に乳剤として，それぞれ 2羽の筋肉内に接種

した。しかし感染しなかった。

8月 28日は午後 7時から 50分間採取し，吸血ニ

ワトリヌカカ 701匹のうちの 110匹を l羽に，未吸

血ニワトリヌカカ 470匹のうち 100匹を 2羽， 200 

匹を 2羽の筋肉内に接種した。

この夜は家畜保健衛生所に引き揚げた頃から夕

立があり，雷も鳴り，停電してしまったのである。

致し方なく，井上さんが探してこられた蝋燭の火で，

井上さんにも手伝って貰って，ニワトリヌカカを吸

血，未吸血とに選り分け，乳剤としてヒナに接種し

た。こんなことで，処理に手間取り，深夜となった

ので，その晩は小平の試験場まで帰れず，家保の宿

直室に泊めて貰った。

蝋燭の火でニワトリヌカカを選別したのも，長い

ロイコチトゾーンの研究生活の聞で，この日のみで

あった。

翌日の 29日は薬剤試験区の血液塗抹を取り，家

畜保健衛生所で染色して鏡検した。しかし，もう 1

羽からも原虫は認められなかった。そして 3回にわ

たる血液塗抹検査成績からナイカルパジンの有効

性は確認できなかった。ヌカカは午後 7時から 30

分間採取して，吸血 405匹のうち 154匹を 2羽に，

未吸血 623匹のうち 183匹を 2羽， 180匹を別の 2羽

に筋肉内接種した。しかし，感染は見られなかった。

このようにして，大里村での原虫は 8月 29日で

検出できなくなったのである。この家では母屋の土間

で育雛していた聞は異常がなかったのに，庭に出し

てから異常となったとのこと。このことは，兵庫県

清滝村の北村さんの家での2階や山梨の住吉種畜場

での育雛室内での感染と異なっていた。
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室内にも多数侵入することのできるニワトリヌ

カカを最も有力な媒介者として考えているので

ある。それなのに，この家では屋内で飼育中は異常

なかったというのである。

どうしてであろうかと，土聞に入らせて貰い見た

ところ，土聞の天井も壁も煤けており，黒光りして

いる柱も見られたのである。そして奥に‘かまど'

があった。そのかまどに煙突があったかどうか覚え

ていないが， 1日に朝昼晩の 3食のほか，お茶の時

には必ず，この‘かまど'で薪を燃やすので，煙が

土問中，漂い，煙だらけになるというのである。そ

のため，煤けたり，黒光りしているのである。 1日

に何回も煙で燥される状態になったので、はニワト

リヌカカも，とても進入できなかったに違いないと

解釈したのである。

8月 19日のところで記載したように，この大里村

での観察中に山一飼料(株)の井野専務さんがこら

れたのである。小平の本場に電話したら，北岡技官

とともに熊谷に行っているとお聞きしたので，この

機会に群馬まで足を伸ばしてきてみて欲しいとの

ことであった。北岡さんはブユの調査やヌカカの発生

源探しのために一緒に行って貰っていたものである。

この専務さんには前年の昭和 32年 8月にお会い

したことがあった。それは神奈川県中山町加藤養鶏

場の病鶏3羽を東京都小平市の家畜衛生試験場本場

に持ってこられて病性鑑定を依頼されたのである。

当時，その担当は 3階の病理研究室で、あった。

私は殺処分する前に血液塗抹を取らせて貰って

いた。病理室で l羽に白血病病変があり，他の 1羽

に別の病変があったが，その鶏群は白血病に汚染さ

れているので，処分したほうがよいと宣言されて，

納得がゆかないと頭をかしげながら 2階の私の研究

室に降りてこられたとのことであった。

私の血液塗抹の顕微鏡検査の結果は，ロイコチト

ゾーンの原虫が多数見られたので，顕微鏡でこの原

虫を見てもらいながら，井里子専務ご夫妻にロイコチ

トゾーンの感染があることを告げたのである。そし

て最近，このような病気が関西を中心として，梅雨

明けから，夏に多発していることなど，この病気の

症状を中心に説明したのである。

井野専務は，昨年も今頃，同じような病気が出た

こと，私の説明に，すべて納得できると，うなずい

ておられた。

次いで，この病気は感染鶏の血液や臓器の乳剤を

接種しでも，また健康鶏を同居させても，ニュー

カッスノレ病のように伝播しないことなどから，何か，

夏に多数発生するダニか，吸血昆虫かによって媒介

されるものと推定しているが，まだ全く分からない

こと。

このためには，感染鶏の出ている鶏舎で，どんな

ダニや吸血昆虫がいるのか，調査が必要であること。

また七面鳥やアヒルのロイコチトゾーン症を含め

て，全く，予防治療薬も不明で、あることなどを話し，

研究室でまだ病気が作れないので，毎年，病気が

よく出る養鶏場で，その鶏を使わせて貰って有効な

薬剤を探さなければならないこと。しかも，効くか

どうか全く分からない薬を使用して貰うと同時に

無投薬区を設け，その上に，何回か同じ鶏の血液塗

抹を取らせて貰って効果判定をしなければならな

いこと。この病気はアメリカやヨーロッパなどには

なく，日本を含めた東南アジアに限局して発生して

いること。したがって，何から何まで，すべて日本

で明らかにして行かなければならない病気である

ことなどを話した。井野専務は即座に“来年には

何とかしましょう"との有り難い言葉を頂き，帰ら

れていたのである。

群馬まできて欲しいとのことであるが，今日は

熊谷で仕事をするため，場長の許可をえてきている

ので，またの機会にして欲しいと話した。しかし，

そこを何とか，ちょっとでいいからと強く要望され

たのである。

私は話しているうちに，井野専務の，その正義感

と熱血漢振りに感動してしまった。こんなにも私達

にきてみて欲しいと懇願されるのである。こんな

有り難いことがあるであろうか。何としても行って

あげねば罰が当たるとまで思ったのである。

そこで最寄りの家畜保健衛生所をお聞きし，太田の

家畜保健衛生所に電話して，事情を説明して，管内

に入る許可をえた。そして専務さんの車に北岡さん

と乗り，途中，家畜保健衛生所に立ち寄り，宝泉村

の久保田精氏宅に初めてお邪魔したのである。当時

の所長は五十嵐丈人技師で，五十嵐所長も私の家の

近くですということで，同行して下さった。

久保田さんらは群馬県養鶏飼料研究会を結成さ

れていて，その研究会の方々が離れに集っておられ

た。紹介された後，私は，この病気について話し，
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前年の夏に小平市の本場で井野専務さんに話した

ような，この病気の研究の難しさなどについても話

した。北岡さんは鶏の外部寄生虫について話され，

特にニワトリヌカカについてもその生態を話された。

その後，久保田会長始め，皆様から，来年からは，

先生の考え通りの試験を，研究会として実施してあ

げるという，全面的な協力の有り難い言葉を頂いた

のである。まだ大里村での仕事を残しているのでと

研究会の方々とお別れした。

井野専務さんは大里村での仕事が終えたら，試験

場まで送りますと言って下さったのである。

そして，午後7時前に熊谷家畜保健衛生所に帰り，

荷物を持って大里村に入り，ニワトリヌカカを午後

7時から 10分間，採取し，生かして試験場まで持ち

帰るため，私はニワトリヌカカの入った捕虫網を捧

げ持って車に乗り，東松山，川越，所沢を通って，

小平市に入札試験場まで井野専務さん運転の車で

送って貰ったのである。

その後，私はニワトリヌカカを回収して，ヒナに

接種して，帰るのですと話したところ，家まで送り

ましようと，私のニワトリヌカカの処理と接穫を，

傍らで見ておられ，終了後，当時住んでいた津田塾

大学近くのニツ塚住宅の我が家まで、送って頂いた。

夜中の 12時頃にはなっていたと思う。井野専務

さんはその後，荒川区荒川の自宅まで帰られたので

ある。

このような私と井野さんとの「鎌倉街道膝栗毛」

とでもいうものが次の年の 1959年から何回も続い

たのである。

この鎌倉街道というのは，その昔，新田義貞が大

軍を率いて鎌倉に攻め上った道である。宝泉村は群

馬県新田郡宝泉村である。近くの尾島町や太田市は

新田氏の館があったところである。宝泉村はその間

にある。「義貞は上野国世良国(尾島町)から笠懸野

へでて，利根川を渡り八幡荘で総結集した二十余万

の大軍勢は碓氷)11，神流川を超えて南下し，畠山重

忠の居館で、あった菅谷館跡(埼玉県嵐山町)，笛吹峠

を通り，赤沼，熊井を経て入間川を渡り，米川の辻，

九道の辻を過ぎると，ほどなく恋ヶ窪である。恋ヶ窪

は今でこそ新興住宅地になっているが，つい最近ま

では清水の湧く静かな谷戸であった。この湧き水を

利用して鯉を養い，客に供した時代もあったという。

‘鯉が窪'とも書くのはこのためらしい。東福寺には

畠山重忠と夙妻(あさずま)の悲恋、を伝える‘傾城

墓'がある。」と加藤恵:鎌倉街道(歴史と旅，平成

9年 5月 5日号)に書かれている。図では入間川の次

に所沢，久米川があって府中，国分寺となっている

が，間違いで，国分寺，府中の順になる。

小平市にある試験場は国分寺市と接した位置に

あって，道路を隔てて南側が恋ヶ窪である。私は

一時，この恋ヶ窪に住んで、いたことがある。さらに

南には目立の中央研究所があり，その西の雑木林の

中に‘傾城墓'があると聞いていた。この辺を散歩

したこともある。

私達(私と井野さんの時と，私と井野さんご夫妻

の時もあった)の通った道は宝泉村から太田，熊谷，

東松山，川越，所沢，東村山を通って，小平市に入

り，津田塾大学の西を南北に走っている道路に出て

南下し，玉川上水を越えしばらく行くと中央線と交

差するが，その手前の左側の雑木林の中に傾城墓が

ある。試験場は更に手前の道を左に曲がるのである。

新田義貞の南下した鎌倉街道とは少し違うところ

もあるが，同じ道もあったのではなかろうか。

私達の通った街道はまだほとんど舗装されてい

なかったので，前方からのすれ違いの車とか，追い

越しの車があると，ライトに照らされた黄白色の挨

が舞上がり，一寸先も見えなくなり，速度を落とし

て運転するという状態で、あった。そのうちに，とぎ

れとぎれではあったが，舗装され，やがて，それら

が段々と繋がっていった。両側の家も樹木も，挨を

被り，よくも，こんな中で生活しておられるものだ

と，気の毒に思いながら，通り過ぎていたが，その

うち舗装された地区の樹木は生き返ったような緑

に変っていた。

またある年には急に前方に爆埠と光り輝がやい

ている広い地帯に出くわしたのである。一瞬，道に

迷ったと判断し，通りかかった車を止めて，道を

尋ねたところ，その車は立川基地に帰る米軍人で

あった。後についてこいということで途中まで先導

して貰って，やっと小平市の試験場まで辿り着いた

こともあった。

この時，井野専務は“日本人が日本の道を外国人

に聞いたことは，我々が初めてでしょうね!"と笑

わせていた。この光り輝いていた地帯には翌年に，

あの壮大なブリジストンタイヤの大工場が出現

していたのである。
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このように，この道中にも色々の変化が見られた

が，車中の会話も，その日，その年の仕事のことで，

色々と質問攻めにあっていた。何分，井野さんは，

常に，私の傍らで，私のしていることを見ておられる

ので，あれは何をしておられたのかとか，何の目的

ですかとか，こんなことはどう思われるかなどと，

ロイコチトゾーンについての色々な疑問点とか意見

を運転しながら，次々と話し掛けられたのである。

私は，これに対して，有り難く，一つ一つ知っている

こと，知らないこと，まだ分からないこと，判った

ことなどお話するとともに rこんな考え方もあった

のか」と参考になったことも多々あったのである。

その上，一歩一歩，成果が上がっていたために，とて

も楽しい夜のドライブでもあったのである。このよう

にして，井野専務はどの県の技師よりも，ロイコチト

ゾーンに関しては詳しい人となられたのである。

これとて，当時は車の数も少なく，また真夜中に

送って頂いたので，夕食は食べていた。その夕食時

にはビーノレもいくらかは飲んでいた。飲んだ後も午後

10時頃までは仕事をしていたので，飲んだ直後の運転

ではないが，飲酒運転であることに間違いはない。

しかし当時は飲酒運転の取り締まりもほとんどな

されていなかった時代で、あったので，こんなことも

なし得た面もあるのである。

前述したように， 1957年(昭和 32年)は吸血と

未吸血のニワトリヌカカを区別することなく，一緒

に乳剤として接種したが感染しなかったのである。

これは耐過した鶏の血液を吸ったニワトリヌカカ，

すなわち抗体を持ったニワトリヌカカとスポロゾ

イトを持ったニワトリヌカカを一緒にして乳剤と

したため，スポロゾイトが抗体によって，感染力を

無くしてしまったのではなかろうかと考えたので

ある。そこで， 1958年(昭和 33年)には両者を別々

に分けて乳剤として接種したのであるが感染さす

ことができなかったのである。

石井進先生は私が寄生虫室に移ってからも，時々，

室にこられて，その後，どうだと聞いて下さって

いた。私の説明に対して“媒介者の発見なんでいう

ものは，ちょっとしたことで見つかるもので，君の

ような理詰めのやり方では，見つけられるものでは

ないよ。今，牛のピロプラスマ病の研究は研究費も

多いし，その方を手伝ったらどうかね。君，寄らぱ

大樹の陰だよ"と心配して話して下さった。

私はここまできています。今年は何としても，

感染鶏を確実に吸血したニワトリヌカカについて，

七面鳥やアヒルのロイコチトゾーンのスポロゴ

ニーのオーキネート，オーシスト，スポロゾイトなど

の形態に似たものが見られるかどうかを観察して，

判断します。

群馬県養鶏飼料研究会や山梨県住吉種畜場での

協力のこともお話し，こんな協力がえられるんです。

今までは，安易に考えていたようです。その鶏群に

は感染鶏がいるので，その感染鶏の血液を吸って，

スポロゾイトを形成しているニワトリヌカカがし、

るに違いないとの考えからでした。

しかし，このような，スポロゾイトを持っている

ものがいるであろうという推測に立つての仕事で

は否定もできないとの考えから，ベクター探し 3年

目の今年， 1959年(昭和 34年)は，感染鶏の血液を

確実に吸ったニワトリヌカカの観察をしなければ

ならないと決意しているのです。

この方針で、試験を行って，ニワトリヌカカがベク

ターとなりうるかどうかの決着を着けるので，しば

らく猶予下さるようお願いしたのである。

2.感染鶏を収容した蚊帳内にニワトリヌ力力を入れ，

吸血させ，その体内での原虫の発育状況(スポロゴ

ニー)の観察とヒナへの接種の試み(3年目の試み)

次の年(1959年，昭和 34年)から，この群馬県養

鶏飼料研究会の方々の協力を受けたのである。その

協力は次のようなもので、あった。すなわち，宝泉村

での流行状況の調査，有効薬剤の検索と媒介者の

3年目の検索などであった。

有効薬剤の検索では，飼育中の鶏群を使用させて

貰い，前もって鶏群を何区画かに分けて，思いつく

ままの薬をお送りして，飼料に混ぜたり，飲水に溶

かしたりして，投与して貰い，できるだけ 10日間

隔位で，血液塗抹を 20羽ほど取って貰って感染の

有無を調べて効果判定をして，有効薬剤を探そうと

したのである。また 10日間隔イ立でライトトラップ

でニワトリヌカカを夕方から午後 10時まで採取し

て貰い，その数の推移と薬剤試験での感染状況など

から流行状況を調査しようとしたのである。

しかし，私は何回も群馬に行くことはできないの

で，投薬は久保田さん，血液塗抹は井野専務さん，

ニワトリヌカカの採取は当時，久保田さん方にきて
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おられた小菅という若い方が採取して，クロロホノレ

ムで殺して下さった。これらの血液塗抹はメタノー

ル固定をした後，採取したニワトリヌカカとともに，

井野専務自ら，あるいは会社のトラックによる輸送，

時に封筒に入れて郵送してもらうなどで，小平に

いる私の研究室に届けて貰ったのである。

私は受け取るとすぐに，血液塗抹はギムザ染色を

して顕微鏡で検査(鏡検)して原虫の検出状況を見

るとともにニワトリヌカカは実体顕微鏡で吸血雌，

未吸血雌，雄の数を数えて記録した。

このようにして宝泉村での流行状況が明らかに

なるとともに，薬剤の効果判定も，小平市の試験場

に居ながらにして可能となったのである。しかし，

これらの点については別の項目で触れることに

している。

媒介者の検索を始めてから 3年目には，石井進先

生にお話したように，感染鶏の血液を確実に吸い，

ロイコチトゾーンのガメトサイトがニワトリヌカ

カの体内に摂取された状態にして，スポロゴ、ニーの

原虫を観察するため，ナイロン製の蚊帳を作ったの

である。

この蚊帳の大きさは鶏用の伏せ駕箆を 1つ入れ，

私が l人蚊帳の中に入って作業ができるといったも

のである。この駕縫には昼間の血液塗抹でガメトサ

イトが見られることを確認した感染鶏を入れる。そ

の感染鶏を入れた蚊帳の中にニワトリヌカカを

入れ，感染鶏の血液を吸血させる。

その後，私が蚊帳の中に入って，経時的に吸血した

ニワトリヌカカを吸虫管で回収し，蚊帳の外に出て，

クロロホルムで、ニワトリヌカカを殺し，シャーレに

移して 1匹ずつ，ニワトリヌカカの腹部と頭胸部

の塗抹を別々にスライドグラスに作り，メチノレアル

コールで固定して，ギムザ染色をし，顕微鏡で検査

する。

そしてマラリアや七面鳥，アヒル，その他のロイ

コチトゾーンで明らかにされているオーキネート，

オーシスト，スポロゾイトに似た形態をしたものの

有無を調べたのである。

ニワトリヌカカは光に集まる性質があるので，

蚊帳の一方の外から電気スタンドを点灯すると，

光の方に集まってくるので，吸血ニワトリヌカカの

回収は容易である。

【農業畜産情報】

牛乳頭腫症対策呼び掛け 消毒剤噴霧し低減 長野県畜試

長野県畜産試験場は乳用牛の牛乳頭腫症対策で，搾乳時の消毒用に使うディッピング剤を育成牛の乳頭に
噴霧すると，発症を低減できることを確かめた。近年，東日本を中心に報告が多く，経営に打撃を与える同
症への有効な対策として，活用を呼び掛けている。

考案した方法は，市販のヨウ素系ディッピング剤とスプレー容器を使う。有効ヨウ素 0.5%の剤を毎日，
乳頭全体がぬれるように，左右と後ろの 3 方向から噴霧する。回数は，吸血昆虫が多く発生する 4~10 月は
朝夕の 1日2回，それ以外の時期は l回とした。

県内の牧場での試験では， 4カ月齢から 26カ月齢までの育成牛群に約 1年間，噴霧した。対策前の牛群 (18
頭)では 83%の牛が発症していたのに対して，対策後 (13頭)は 15%にまで発症が抑えられ，発症した場
合でも症状が軽かった。試験の過程で、育成牛は入れ替わっており，同一ではない。既に発症した牛での治療
効果は見られなかった。

牛乳頭腫症は，牛パピローマウイルスへの感染で，皮膚や粘膜に乳頭状の突起物ができる伝染病。育成牛
に多く発生し，悪化すると搾乳不能になり，廃用にせざるを得ない場合もある。人への感染はない。
感染経路の解明や対策は研究途上にある。治療は自然に治るのを待っか，発症部分を薬品やメスなどで取

り除く対症療法が中心だ。感染経路は主に，ウイルスを持った牛の皮膚組織を介して他の牛にウイルスが付
着し，吸血昆虫による刺し傷などから皮膚の奥に侵入するとみられる。そのため吸血昆虫の駆除も対策の一
つに挙げられる。

今回の方法で使う薬剤の費用は，年間 1頭当たり約 3200円。大森朋子研究員は「発症した場合の損失を考
えると，十分費用に見合う効果が得られる。噴霧作業も慣れれば，それほど手間ではなし、」と話している。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

